2018 年 6 月 5 日
報道関係各位
日本一般用医薬品連合会

柴田仁会長

記者会見

１．新役員・理事について
日本一般用医薬品連合会（以下、
「一般薬連」という）は、5 月 29 日開催の第 13 回理事
会において、新役員・理事を選任いたしました。任期は 2018 年 5 月 29 日から 2 年となり
ます。
（別紙１）
柴田仁会長 ご挨拶
日本一般用医薬品連合会は、会則第４条に「本会は、一般用医薬品等の製造販売又は製造を
業とする事業者協会（日本 OTC 医薬品協会、日本医薬品直販メーカー協議会、日本漢方生薬製
剤協会、日本家庭薬協会、(一社)全国配置薬協会 以下、５協会という）をもって組織し、この５協
会のそれぞれを正会員とする。」とあるとおり、５協会で成り立っている組織です。
本会は、会員相互の情報交換、共通課題の調整および共同活動を通じて、セルフメディケーシ
ョン、セルフケアを推進し、病気の予防、健康の維持・増進に貢献することを理念に掲げていま
す。
「人生 100 年時代」、「健康寿命の延伸」というキーワードを頻繁に眼にするようになっていま
す。この言葉が示唆するとおり、わが国は世界に先駆けて超長寿社会を迎え、2025 年には「団塊
の世代」の全ての方々が 75 歳以上になり、2040 年頃には高齢化人口がピークを迎えます。人口
減少や都市部への人口集中など、日本社会の大きな構造変化に対応し、いかに健康寿命を延伸
し、健康で生き生きとした暮らしを実現するのか、わが国の解決策に世界中が注目しています。
本会は、共通の目標である健康長寿社会を実現するため、セルフメディケーション（自己健康
管理）やセルフケアの普及と推進に構成 5 協会がそれぞれの特徴を生かしながら連携して取り組
んでまいります。
平成 29 年 1 月より「セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）」がスタートしましたが、そ
の普及啓発と活用促進にも努めてまいります。さらに、海外の皆様から信頼されている日本の一
般用医薬品をさらにグローバルに展開していくため、必要な連携を図ってまいります。
日本一般用医薬品連合会
会長 柴田 仁

２．第 13 回理事会の詳細につきましては、以下のとおりとなります。
① 役員選任のルールについて
会則第 7 条第 1 項により、正会員 5 協会の会長またはその経験者であって、本会の理事
である者のうちから、各協会の会長の推薦により候補者を選任し、理事会の承認を得なけ
ればいけません。会則第 7 条第 2 項および第 3 項により、副会長は 5 協会の会長を当てる
ほか、前会長は副会長となります。前会長の任期は 1 期となります。
会則第 7 条第 4 項および第 5 項により、理事長、専務理事、常務理事および監事は会長
が選任し理事会の承認を得て委嘱され、顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱します。
② 5 協会会長が推薦した会長候補者について
第 13 回理事会において、5 協会会長が推薦した会長候補者は以下のとおりでした。
構成協会名

推薦された候補者

日本 OTC 医薬品協会

柴田 仁（日本家庭薬協会会長）

日本医薬品直販メーカー協議会

柴田 仁（日本家庭薬協会会長）

日本漢方生薬製剤協会

柴田 仁（日本家庭薬協会会長）

日本家庭薬協会

柴田 仁（日本家庭薬協会会長）

(一社)全国配置薬協会

柴田 仁（日本家庭薬協会会長）

③ 第 13 回理事会の主な結果
第 13 回理事会には、構成員 33 名の内、27 名が出席（代理出席 10 名を含む）しました。
監事 2 名を除く議決権を有する 25 名の賛否の結果は以下のとおりとなりました。
主な議案

賛成

反対

２４名

１名

２４名

１名

２４名

１名

２４名

１名

理事選任の件

２４名

０名

三輪副会長の役員資格停止の件

２４名

１名

議長選出の件
黒川理事長の解任、三輪会長による理事
長兼務、および鶴田名誉顧問への理事長
業務代行の委嘱が無効であることを確認
する件
柴田仁日本家庭薬協会会長を会長に選任
する件
理事長、専務理事、常務理事、および監
事、ならびに顧問選任の件

④ 第 13 回理事会開催に至った経緯等
会則上、理事会は会長が招集することになっています。しかしながら、一般薬連を構成
する 5 協会のうち 4 協会の会長および前会長からなる副会長、ならびに独立して意見を会
長に具申する立場にある監事から、ほとんどの役員、理事が任期満了となる 5 月 31 日ま
でに理事会を招集開催するよう当時の三輪会長に再三要請しましたが、招集に向けた具体
的な動きはございませんでした。やむなく会長に事故あるときと判断し、また事前に事故
あるときと判断することについての同意書を過半数の理事から取得したうえで、会則通り
副会長である前会長が招集し、開催致しました。以上の手続き並びに過半の議決権者の出
席を得たので、今回の理事会は正当な手続きを経て適法に成立していると考えています。

３．今後の予定
6 月に第 10 回正副会長会議、第 14 回理事会を開催し、事業活動計画および予算を再度
審議し、またそのほかの必要な審議と議決を行うこととしています。
以上

＜本件に関するお問い合わせ先＞
日本一般用医薬品連合会
専務理事・海老塚（えびづか）
、常務理事・栗田
TEL 03-3865-4911（代表）

（別紙１）
2018 年 5 月 29 日付
＜会長＞
柴田 仁
日本家庭薬協会会長（任期：2018 年 6 月 11 日まで）
大幸薬品株式会社 代表取締役会長
＜副会長＞
佐藤 誠一
日本ＯＴＣ医薬品協会会長
佐藤製薬株式会社 代表取締役社長
＜副会長＞
伊部 充弘
日本医薬品直販メーカー協議会会長
ゼリア新薬工業株式会社 代表取締役社長
＜副会長＞
加藤 照和
日本漢方生薬製剤協会会長
株式会社ツムラ 代表取締役社長
＜副会長＞
塩井 保彦
（一社）全国配置薬協会会長
株式会社廣貫堂 代表取締役
＜理事長＞
黒川 達夫
＜理事＞
金澤 昭兵
エーザイ株式会社 コンシューマーhhc 事業部プレジデント
＜理事＞
石橋 利哉
エスエス製薬株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
平野 格
シオノギヘルスケア株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
上原 明
大正製薬株式会社 会長

＜理事＞
西井 良樹
第一三共ヘルスケア株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
濱 逸夫
ライオン株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
吉野 俊昭
ロート製薬株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
橋本 弘一
全薬工業株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
荒川 愼太郎
株式会社アラクス 代表取締役社長
＜理事＞
太田 美明
株式会社太田胃散 代表取締役社長
＜理事＞
堀 厚
救心製薬株式会社 取締役副社長
＜理事＞
駒村 純一
森下仁丹株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
塩澤 太朗
養命酒製造株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
藤井 隆太
株式会社龍角散 代表取締役社長
＜理事＞
中嶋 洋一
クラシエ薬品株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
大西 政夫
小太郎漢方製薬株式会社 取締役会長

＜理事＞
小林 豊
小林製薬株式会社 代表取締役副会長
＜理事＞
石黒 淳一
大協薬品工業株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
田村 恵昭
田村薬品工業株式会社 代表取締役会長
＜理事＞
笹山 敬輔
富山めぐみ製薬株式会社 代表取締役社長
＜理事＞
大北 正人
日新薬品工業株式会社 代表取締役社長
＜監事＞
山﨑 充
株式会社金冠堂 代表取締役社長
＜監事＞
坂上 隆彦
樋屋製薬株式会社 代表取締役社長
＜事務局＞
海老塚 靖 専務理事
市原 輝夫 常務理事
栗田 深直 常務理事（非常勤）
＜副会長＞役員資格停止
三輪 芳弘
興和株式会社 代表取締役社長
＜副会長＞
本年 6 月 11 日に選任される日本家庭薬協会の新会長は同日付で副会長となりま
す。

